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仙台市歴史民俗資料館 仙台市縄文の森広場地底の森ミュージアム

仙台文学館 せんだいメディアテーク せんだい3.11メモリアル交流館

仙台市宮城野区五輪1-3-7   電話：022-295-3956
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般・大学生240（190）円、高校生180（140）円、
小・中学生120（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市太白区長町南4-3-1   電話：022-246-9153
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般460（360）円、高校生230（180）円、
小・中学生110（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市太白区山田上ノ台町10-1   電話：022-307-5665
開館時間：9:00～16:45（入館は16:15まで）
入館料：一般200（160）円、高校生150（120）円、
小・中学生100（80）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市青葉区北根2-7-1   電話：022-271-3020
開館時間：9:00～17:00（入館は16:30まで）
常設展観覧料：一般460（360）円、高校生230（180）円、
小・中学生110（90）円
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日、第4木曜日

仙台市青葉区春日町2-1
電話：022-713-3171
休館日：第4木曜日

仙台市若林区荒井沓形85-4（地下鉄東西線荒井駅舎内）
電話：022-390-9022
開館時間：10:00～17:00
入館料：無料
休館日：月曜日（休日を除く）、休日の翌日

※ 入館料：（ ）内は団体（30名以上）および友の会料金

文化情報ウェブサイト「まちりょく」

掲載情報の詳細はこちらから

れきみん秋祭り2022

日時：10月22日（土）、11月3日（木・祝）
料金：入場・入館ともに無料
 

秋祭りを２年ぶりに開催
します！
仙台市内で伝承されて
いる田植踊や鹿踊・剣舞
の披露、仙台の伝統工
芸職人による実演、そし
て昔なつかしい紙芝居な
ども上演します。榴岡公
園と歴史民俗資料館を

会場に、伝統と現代の融合をお楽しみください。
※神楽の上演はありません

（写真：大沢の田植踊）

［特別展］
山内ジョージ　文字絵の世界

日時：１０月１日（土）～１２月１１日（日）
料金：一般８１０円、高校生４６０円、小・中学生２３０円
 

宮城県出身のマンガ家・
イラストレーターの山内
ジョージ。手塚治虫に憧
れ、石ノ森章太郎に出会
い、マンガの聖地「トキワ
荘」でマンガ家として研
鑚を重ねる。展示では、
中 学2年 生の時に「 河
北新報」に掲載された4

コママンガや、「トキワ荘」時代の貴重な資料、世
界で愛される「動物文字絵」の原画などを紹介。

（©山内ジョージ　ゴリラ舎）

臨時休館のお知らせ
照明設備等改修工事に伴い、臨時休館します。

休館期間　８月９日（火）～１０月３１日（月）
※工事の状況等により変更になる可能性があります。
 
臨時窓口の開設について

【開 設 日】８月９日（火）～１０月３１日（月）
【開設時間】９：００～１８：００
【開設場所】せんだいメディアテーク７階
【利用可能なサービス】
・再開後の施設申込
・施設使用料の支払い、取消や還付などの諸手続き
・再開後の施設利用者による会場打合せ
・市民利用予約システムの登録、変更などの諸手続き
※8月25日（木）、9月22日（木）、10月27日（木）
は定例休館日につき臨時窓口も休み

わらアート展
GOGO！ セブンタイガー

日時：8月20日（土）～ 9月30日（金）
料金：無料
 

沿岸部の稲わらで制作
する震災復興のシンボル

「わらアート」。「とら」や
「ミニゴジラ」などの立
体作品と制作過程の映
像などを紹介します。

〈期間中の秋のイベント〉
「まめげっつぁん」 9月
10日（土）　仙台市東

部沿岸地域では、中秋の名月を「まめげっつぁん
（豆名月）」と呼び長年親しんできました。交流館
の屋上で、いっしょにお月見を楽しみましょう。

［第101回企画展］
ガラスにまつわるエトセトラ

日時：9月2日（金）～ 11月27日（日）
料金：入館料
 

キラキラ輝くきれいなガ
ラス。そんなガラスが砂
から作られていることを
ご存知ですか？今回の
展示では、秋保に工房
を構えるガラス作家・村
山耕二さんが日本各地
や世界の砂を溶かして
つくったガラス作品や、

宮城・仙台の遺跡から見つかったガラス玉、簪
（かんざし）、ガラス瓶など、いろいろなガラスを
ご紹介します。

石器製作実験セミナー
韓国の細石刃編

日時：10月23日（日）13：30～ 15：30
料金：無料
 

韓国のPAL文化遺産セ
ンターのチョ・ミョングン氏
を講師に迎え、韓国の細
石刃製作の実演を行いま
す（逐次通訳付き）。
定員＝会場30名、オンラ
イン80名
申込＝9月10日（土）
9：00 ～（先着順）

氏名・住所・電話番号・参加方法（会場かオンラ
イン）を記入し、メールかFAXでお申し込みくだ
さい。

仙台クラシックフェスティバル2022
実力派のピアニストたちが勢ぞろい。

仙台の街に音楽があふれる3日間！ 今年は68公演を開催します。ピアニストたちの熱演は聴きどころの
ひとつ。リサイタル、アンサンブル、協奏曲…ピアノの魅力をぜひご堪能ください！ 詳細情報は公式サイト

（https://sencla.com/）・パンフレットをご覧ください。

写真左上より：青柳晋 □□□／石丸友貴 □／牛田智大 □□□©Ariga Terasawa／加羽沢美濃 □□□／
北端祥人 □©Ayane Shindo／小井土文哉 □□□©Kei Uesugi／阪田知樹 □□□□©HIDEKI NAMAI／菅原望 □／
崔善愛 □／田村響 □□／津田裕也 □□©Christine Fiedler／文京華 □／
三又瑛子 □／山下洋輔 □□©Akihiko Sonoda／山中惇史 □□□©Takafumi Ueno
（□内は出演する公演番号）

日時：9月30日（金）～ 10月2日（日）
会場：日立システムズホール仙台、太白区文化センター
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 ［会員募集］市民文化事業団友の会

会費 1 ,000円（入会日から3月末まで有効）
おもな特典 ●   主催・協力公演チケットの割引・先行予約
 ●  入館料・観覧料の割引
 ●  公演チラシ、情報誌「市民ぶんかレター」の送付
入会方法  日立システムズホール仙台・仙台銀行ホール イズミティ21臨時事務所の窓口にてお申し込みいた

だけます。詳細は、ウェブサイト（https://ssbj.jp/about/tomonokai/）をご覧いただくかお問い合
わせください。

お問い合わせ 仙台市市民文化事業団総務課（平日8:30-17:00）
 電話：022-727-1875／Eメール：sbj@bunka.city.sendai.jp

 ［市民文化事業団通信］
プレイガイド

市  仙台市市民文化事業団

 022-727-1875 
  日立システムズホール仙台

 022-276-2110
イ 仙台銀行ホール イズミティ21
　　臨時事務所

   022-375-3101
B  せんだい演劇工房10-BOX
藤  藤崎 三  仙台三越

カ カワイ仙台 ロ  ローソンチケット

ぴ  チケットぴあ e  イープラス

河  河北チケットセンター

  022-211-1189（平日10：00～14：00）

仙 仙台オペラ協会事務局

※ 友の会料金は  市  イ B  のみの取り扱い
※   市  イ で取り扱うチケットは電話でのご予約も

承ります。チケットの受取方法は来館・郵送のい
ずれかです。詳細は予約時にご案内します。

日時

9月11日（日）
14：00～

9月18日（日）・
19日（月・祝）
14：00～

9月19日（月・祝）
14：00～

9月30日（金）～
10月2日（日）

10月8日（土） ・ 
11月27日（日）
各回10：00～13：00
※10月8日（土）は経験不
問のコース、11月27日（日）
は経験者向けのコース

10月10日（月・祝）
昼の部14：00～
夜の部18：00～

10月23日（日）
14：00～

11月27日（日）
14：00～

2023年1月22日（日）
14：00～

公演・イベント名

第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念
チェ・ヒョンロク ピアノリサイタル

2022仙台オペラ協会第46回公演
コジ・ファン・トゥッテ
～女はみんなこうしたもの～

第7回仙台国際音楽コンクール最高位受賞記念
シャノン・リー ヴァイオリンリサイタル

仙台クラシックフェスティバル2022

日立システムズホール仙台 
「大前光市×熊谷駿」コラボレーション公演 関連企画
大前光市ダンスワークショップ

人形浄瑠璃「文楽」

仙台ジュニアオーケストラ
第30回定期演奏会

エマイユ・フィルハーモニック 第15回定期演奏会
（第7回仙台国際音楽コンクールヴァイオリン部門第5位 
エリアス・ダビッド・モンカド出演）

第39回市民能楽講座
喜多流 能『融（とおる）』　大蔵流 狂言『清水（しみず）』

会場

日立システムズホール仙台
コンサートホール
［仙台市青葉区旭ケ丘3-27-5］

日立システムズホール仙台
シアターホール

日立システムズホール仙台
コンサートホール

日立システムズホール仙台、
太白区文化センター
［仙台市太白区長町5-3-2］

日立システムズホール仙台
交流ホール

電力ホール
［仙台市青葉区一番町3-7-1］

日立システムズホール仙台
コンサートホール

日立システムズホール仙台
コンサートホール

日立システムズホール仙台
シアターホール

料金 ※（ ）内は友の会料金

一般3,000円（2,500円）、
シルバー65歳以上2,500円、
ユース25歳以下1,000円

S席6,000円（5,400円）、
A席5,000円（4,500円）、
学生席2,500円

一般3,000円（2,500円）、
シルバー65歳以上2,500円、
ユース25歳以下1,000円

一般1,300円～2,500円、
18歳以下700円～
1,500円

各回一般1,500円、
18歳以下1,000円

S席4,700円（4,200円）、
A席3,700円、
S席昼夜セット券8,300円

一般1,000円、
高校生以下500円

一般1,500円、
高校生以下500円

1階席 3,000円、　
2階席 2,500円

プレイガイド

市  イ 藤  三  河  

市  イ 藤  三  仙

市  イ 藤  三  河  

市  イ  ぴ [Pコード
597-740～743、
597-746～747]

---
（要事前申込）

市  イ 藤  三  河  
ロ  [Lコード22436] 
ぴ [Pコード512-314] 
e 、その他（tbc通販、
tbcホームページ）

市  イ 藤  三  カ 

市  イ カ 

市  藤  三  
ロ  [Lコード22163] 
ぴ  [Pコード513-775]
e

発売日

発売中

発売中

発売中

発売中

---

発売中

発売中

8月27日（土）

10月14日（金）

備考

全席指定
未就学児入場不可
託児なし

全席指定
未就学児入場不可
＊小・中学生はS・A席半額

全席指定
未就学児入場不可
託児なし

全席指定
公演により入場できる年齢
が異なります（0歳以上・3
歳以上・小学生以上）

各回定員20名
申込期限9月20日（火）
必着

全席指定
未就学児入場不可
＊昼夜セット券は市では
取扱いなし

全席指定
未就学児入場不可

全席自由
未就学児入場不可

全席指定
未就学児入場不可

お問い合わせ

音楽振興課
［022-727-1872］

（一社）仙台オペラ協会　
［022-264-2883］

音楽振興課
［022-727-1872］

せんくら事務局
［022-727-1872］

舞台芸術振興課 事業推進係
［022-301-7405］

東北放送事業部　
［022-714-1022］

音楽振興課
［022-727-1876］

エマイユ・フィルハーモニック
メール: 
emailphilharmonic@gmail.com

せんだい演劇工房10-BOX
［022-782-7510］

発行日：

2022年8月12日

発行：

（公財）仙台市市民文化事業団

〒981-0904 
仙台市青葉区旭ヶ丘3-27-5 
日立システムズホール仙台内

電話：022-727-1875
Eメール：sbj@bunka.city.sendai.jp
https://ssbj.jp/

事業の予定は変更になる場合があります。

最新情報はウェブサイトでご確認ください。

この印刷物はリサイクルできます。
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